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被災の記憶ーそのとき、何が起こったかー 
東日本大震災では、かけがえのない命が犠牲になりました。 

「あのとき、守れたはずの命はなかったか…」 
震災から5年が経った今も、震災の記憶に悩み苦しむ人たちがいます。 
一方で、福祉現場や地域の力によって助けられ支えられた命もありました。 

ここでは、震災を経験した施設職員Ａさん・施設長Ｂさん・自治会役員Ｃさん、 
被災地へのボランティア派遣に参加した施設職員Ｄさんのエピソードを紹介します。 

それぞれの目に映る被災の現実と揺れる思いを感じてください。 

※このエピソードは、震災の追体験を目的に事務局で作成した内容です。

 震災の記憶

３月１１日金曜日。午後２時４６分。 
強大な地震を前に、ただ呆然と立ち尽くした。正
確には、その場に立っていることさえできなかった。 
左右に大きく揺さぶられ、飛び跳ねながら倒れ掛
かってくる家具を避けることで精いっぱいだった。 
あちこちに、できた青あざと擦り傷。その鈍い痛みに、
それでもまだ生きていると感じた。 

何度も何度も押し寄せてくる津波に、屋根によじ
上って避難する人たち。眺めの良い高台からこの
ような惨状を目にするとは思ってもいなかった。 
海沿いの家はすべてなぎ倒され、転がされるほどに
津波の威力はすさまじい。瓦礫と化した家屋や車
は大きな塊となって川を逆流していく。ここそこで
「助けて」と叫ぶ声が聞こえる。大きな橋も濁流に
のまれ、盛り上がった中央部しか見えない。そこに
も取り残された人の姿がある。 

日が暮れても水は引かない。商店街に打ち上げら
れた漁業船、店舗の２階には車が突き刺さってい
る。そこにあるはずのないものたち。慣れ親しんだ街
並み、つい数時間前の風景もうまく思い出せない。
風が強くなってきた。冷たい雪が落ちてくる。 

写真：津波被害を受けた市街地（宮城県） 

 施設職員Ａさん

「全員の命を守り、家族に送り届ける」    

障害福祉施設の主任支援員として働くＡさん。 
所属する社会福祉法人では、知的障害や身体障害のあ
る方の日中活動支援を展開しています。 
Ａさんが担当する通所部門は海岸からおよそ1.2
㎞のところにあり、アルミ缶回収等のリサイクル活動
やビーズ製品づくりなどを行っています。 

写真：被災前の福祉施設（宮城県） 

３月１１日金曜日。午後２時４６分。 
連日の寒さは厳しく、施設の活動室ではストーブを
焚きながら日中活動を行っていました。午後のお
茶の時間を前に、いつもどおり雑談を始めようと利
用者が集まりだしたそのとき、猛烈な揺れとともに
耳慣れないアラームが部屋中に響き渡りました。 

今まで経験したことのない、尋常ではない大揺れに
思わずその場に座り込んだＡさん。 
机の荷物は崩れ落ち、棚は倒れ掛かり、吊り下げ
式の電燈は大きな音を立てて床に落ちました。車
いす利用者の頭上ではエアコンのダクトが大きく揺
れています。傍にいた職員がとっさに駆け寄り、利
用者の膝からすべり落ちた毛布を手に取ると頭にかぶ
せて身を伏せました。どこからかガラスの割れる音
が聞こえてきます。大きな揺れは収まらず、Ａさん
には５分１０分と続いているように感じました。 

「訓練の時よりずっと長いな」 
声の方に視線を向けると、すぐそばで利用者を抱
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きかかえる施設長Ｂさんの姿がありました。 
ようやく立ち上がれるくらいの揺れに収まると、Ａさ
んたち職員は声を掛け合い、利用者の安否を確認しま
した。お茶の時間だったことが幸いして、館内にい
る全員の無事がすぐに確認できました。それでもまだ
強い余震が続いています。 

携帯電話のワンセグ放送を確認した職員から「大
津波警報５メートルと出ている」と声が上がりました
が、その数字がどういう規模のものなのか、Ａさんは
想像もつきません。 
報告を受けた施設長のＢさんは「全員で避難する」
と即断し、２０人の職員で、５０人の利用者を避難
誘導することになりました。 

送迎車両は６台ありますが、１回で全員というわけ
にはいきません。上履きのまま、身体に自由の利く
利用者から次々と車に誘導しました。 
戸外の冷たい風にあたると、走って施設に引き返
し、倒れた棚、机やいすが散乱する作業室に戻る
と、上着や毛布をかき集めて車の荷台に投げ入れ
る職員の姿もありました。 

ひとまず高台にある駅前広場に到着すると、施設
に残った利用者と施設長のＢさんらを迎えに戻る
ため、車いす利用者の二人には、毛布を敷いた軽
自動車の荷台に移動してもらいました。 
引き返す道のりは対向車もなく空いていて、屋根
瓦の落ちた一軒家、橋には大きな亀裂が入ってい
るのが見えます。Ａさんは構わず車を進めました。 

利用者・職員全員が広場へと到着し、手分けして
点呼確認を終えると、この場所は安全なのかどう
か話し合いました。駅前には高層ビルもありました
が、停電していて全員を誘導するには時間がかか
ります。再度、携帯電話でワンセグ放送を確認す
ると、津波予測は１０メートルにまで引き上げられて
いました。「ここは以前、田んぼだった場所だから液
状化するかもしれない」「内陸の市役所の方が安
心ではないか」市役所のそばにある体育館へ向か
うことにし、利用者・職員のバランスを見て車に乗り
直すと、すぐに内陸へ車を走らせました。 

施設から数㎞先にある体育館に到着すると、駐車
場は空いていて避難する人の姿もありません。ただ
移動の間も大きな揺れは続いていて、体育館の窓
ガラスは割れていました。Ａさんたちは奥の方から
順に車を止めていましたが、家族が迎えに来たとき
になるべく目立つように、移動に便利なようにと、体
育館脇に縦長に駐車し直すことにしました。 

その直後から、近隣から避難してきた人たちで駐
車場は満車になり、さらに避難者を探しに来た人
たちが詰めかけ、体育館はすし詰め状態になって

いました。 
「館内には移動せず、ここで家族の迎えを待とう」 
施設長Ｂさんの指示を受け、職員は手分けして利
用者の家族に連絡を取ることになりました。 

しかし、この日が来るまで、自分たちが海岸沿いに
いるという意識は低く、津波を想定した訓練を行っ
たこともありません。当然、緊急時にどう動くか、ど
こに逃げるか、家族と申し合わせたこともありません。
全利用者の連絡先を登録した送迎用の携帯電話があり
ましたが、持ち出せたのは１台のみ。個人ロッカーに
あった職員の私物や利用者の手荷物、避難訓練では
確認できていた非常用持ち出し袋も施設に残したまま
でした。思い返せば避難のとき、車いす利用者を優先
してリフト車を使っていれば、利用者の移動ももっと
自由にできたはずです。 

「それでも、全員の命は助かった」 
そう言い聞かせながら、Ａさんたち職員は分担して
つながることのない電話に何度も何度も発信を繰
り返しました。アドレスが分かる方にはメールを送り、
利用者の無事を知らせました。体育館の近所に
住む職員は自転車を取りに帰って家庭訪問に回
り、徒歩で帰れる利用者には職員が自宅まで付き
添い、直接家族に無事を知らせました。 
体育館では「みんな無事なの？あぁ、よかった。本
当に。もうだめだと思っていた」笑顔と涙まじりに職
員たちの手を握ってくれる家族の姿がありました。 

「…父や母、子どもたちは大丈夫だろうか」 
利用者と家族の再会を目にするたび、Ａさん自身
の家族のことが頭をよぎりましたが、懸命に利用者
支援にあたる同僚職員や施設長を前に、口にして
はいけないことのように思いました。 

写真：津波で水没した福祉施設（宮城県）   
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 施設長Ｂさん

「職員の被災と事業再開」

３月１１日金曜日。午後２時４６分。 
毎週金曜は定例会の日。施設長のＢさんはいつも
どおり、理事長たちと打合せを行っていました。 
そして、突然の地震。大きな揺れに左右に足をとら
れながら、Ｂさんは利用者の集まる活動室に駆け付け
ました。室内には机の下にもぐる人、職員に抱きか
かえられるように身を伏せる人、車いす利用者と一
緒にうずくまる職員の姿も見えます。Ｂさんはひとり
呆然としていた利用者に駆け寄ると、一緒に身を伏
を伏せました。 

写真： 
被災したグループホーム 
（宮城県） 

「訓練の時よりずっと長いな」 
大津波警報が発令されていると報告があったとき、
Ｂさんの「全員避難」の決断に迷いはありませんで
した。送迎準備をしていたドライバーに駅前広場に
向かうように伝えると、Ｂさんは館内の全員に聞こ
えるように「これから車で避難します！」と大きく声
を張り上げました。 

動ける人から順に車に乗ってもらったものの、一度
で移動するには車の台数が足りません。「一台は
利用者を下ろして戻るように」と指示を出しました。 
利用者と共に車を待つ間、施設に戻ってきたらすぐに
家族のもとに送り出せるようにと、乗り捨てられた利
用者の車いすを玄関口に整理し、正面扉には『駅前に
避難しています』と貼り紙を出しました。 

駅前広場に合流すると、津波警報のレベルが上
がっていると報告を受けたＢさん。職員と話し合い、
さらに内陸の体育館へ向かうことに決めました。 
はじめは閑散としていた体育館も近隣住民ですぐ
にいっぱいになり、道路は大渋滞。信号機も動か
なくなっていました。 

車内のラジオは余震情報と津波警報を繰り返す
ばかりで、周囲の状況は分かりません。駐車場に
避難していた住民が海辺の方を指さし、「煙だ！」
と声を上げます。「もうすぐここにも津波が来る」「あ
の地区は全滅らしい」など、住民同士の話し声が
聞こえてきます。「今のうちにもっと内陸に移動した
方がいいでしょうか」その様子を見た職員が不安そ

うにＢさんに話し掛けてきました。 

「気づいたことは何でも話し合おう。ただ移動もまま
ならない中、いたずらに不安をあおってはいけない。
今できることを考えよう」職員たちにそう伝えると、Ｂ
さんは車内のラジオをすべて消しました。 
そして「今夜はこの場所を動かない」と伝え、利用
者の家族に安否を知らせるように指示しました。 

しかし、車中泊を決めたものの、食べ物も飲み物も
ありません。職員からは「利用者の常用薬がないの
で心配」との声も上がりました。そこでＢさんは市役
体育館脇に避難していることを伝えに行き、支援所に
物資の情報を受け取れるようにしました。 
併せて内陸にある法人の拠点がどのような状況か
職員を確認に向かわせました。 

幸いにも別拠点の被害は少なかったようでしたが、「ガ
ソリンスタンドは長蛇の列で、コンビニエンスストアで
も飴を数袋しか買えなかった」とのこと。Ｂさんは今
後の移動のためのガソリンが足りなくならないよう、
暖を取るための最小限にエンジンを動かすように伝え
ました。 
その晩は最重度の利用者と職員を乗せた車に同乗する
ことにしたＢさん。停電した体育館、窓のないトイ
レは真っ暗で、懐中電灯がわりの携帯電話を手にし
た人たちが出入りしています。Ｂさんはトイレの入り
口にライトを向けると、トイレ介助に同行する職員の
姿を夜通し見届けました。 

翌朝、家族と無事再会する利用者がいる一方で、
連絡が取れてもなかなか迎えに来られない家族も
いました。職員が利用者宅まで同行したものの家
族不在のため、利用者とともに足止めされていると
いう報告も入ってきました。今となって、職員を一
人で向かわせてしまったことが悔やまれます。 

午後になり、近隣住民でさらに混雑し始めた体育
館や駐車場をみて、これ以上は車中泊を続けられ
ないと判断したＢさん。被害の少なかった別拠点へ
の移動を決めました。 

写真： 
被害の少なかった 
福祉施設（宮城県） 

市役所に移動の報告をして駐車場に戻ると、Ｂさ
んは職員が怒鳴られているところに居合わせました。
相手は職員の父親のようで「どうして連絡しないん
だ！なぜ逃げなかった！どれだけ心配したと思って
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いるんだ！」と大声を上げています。 
Ｂさんは慌てて駆けつけ、「〇〇さん（職員）のおか
げで本当に助かりました。〇〇さんは私たち職員と
利用者の命の恩人です」とひたすら謝りました。そ
して家族と一緒に帰るように伝え、「来られるように
なったら出勤してほしい」と送り出しました。 

Ｂさんたちが次に向かった別拠点は、障害者就労継続
支援事業（Ｂ型）を行う福祉施設です。土台や壁
にひびが入っていましたが、建物に大きな損傷はな
いようです。ただ厨房設備は破損し、棚や備品のほと
んどが倒壊しています。停電し、ガスや水道も止まった
ままです。 

写真：福祉施設内に急遽つくられた宿泊スペース（宮城県） 

施設には、家族と連絡のつかない利用者だけでな
く、移動手段がなく身動きの取れないでいる職員も
足止めされていました。この２日間、職員は眠るこ
とさえできていません。また、隣接する町の集会所
に避難する住民も増え続けているようです。施設利用
者を一度は家族に引き合わせたものの、被災した家族
も大変な状況にあるに違いありません。 
Ｂさんは事業再開までの道のりが長期戦になること
を覚悟しました。 

このとき、ラジオからしか情報を得るすべのなかった
Ｂさんは、この大地震が東日本全体に壊滅的な被害を
起こしていることをまだ知りませんでした。 

 自治会役員Ｃさん

「待ったなしの避難所運営」

３月１１日金曜日。午後２時４６分。 
自治会役員のＣさん宅は、家屋の倒壊は免れたものの
屋内はひどい有り様でした。ようやく立ち上がれる
ほどの揺れに収まったとき、窓からみる町の風景は
一変していました。

しばらくつながっていた電話もつながらなくなり、メー
ルはだいぶ遅れてから届くような状況です。 

ただちに、避難所に指定された体育館に向かった
Ｃさん。１５分もするとほかの役員も集まりました。 
Ｃさんの加入する自治会は４区１２班に分かれてい
ます。役員たちの懸命の情報収集により、地盤の
弱い１～６班に被害が集中していることが分かって
きました。この地域は特に高齢化が進んでおり、外
国人住民が多い住宅街もあります。避難誘導の
手伝いに出かけたまま、連絡の取れなくなっている
住民もいるとのことです。 

体育館の駐車場にはすでに100人程の避難者が
集まっており、さらに車で避難する人も続々と到着し
ています。体育館脇には福祉施設の車も停まっていま
す。日が暮れる時間に差し掛かり、冷たく強い風が
吹き始めています。Ｃさんたちは急いで館内を見回
り、手分けして割れたガラスを片づけ、備蓄物資の
確認に走りました。 

訓練どおり避難所運営本部を設置すると、早速住民た
ちが列をなしました。Ｃさんは受付名簿を作り、被災
状況を聞き取りながら館内に案内します。 
高齢の夫婦、小さな子どもを連れた母親、持病の
ある人、車いすを利用する人、電車が止まって足
止めされた人、たまたま訪れていた外国人観光客、
親とはぐれた兄弟、ペットを連れた人。続々と訪れ
る避難者にはさまざまな事情があり、特別な配慮
が必要な人たちも少なくありません。 

そこに加えて「家族を探しに来た」「子どものミルク
を分けてほしい」「大人用のおむつはないか」「高熱
を出している人がいる」「トイレが汚物であふれかえ
ってきている」など、次々と相談が持ち込まれます。
「取材をしたいのでインタビューに答えてくれないか」
など報道機関からの連絡も入ってきます。 

夜も深まり凍える寒さの中、体育館に集まる人の
波は止まりません。自宅に目立った被害はなくても、
ひとりで家にいることが不安なために避難してくる人
たちも大勢います。備蓄していた食料や毛布はあ
と1日も持ちそうにありません。 

「できるものならすべての思いに応えたいけれど、立
ち止まって考えることさえ許されない」 
相談を受けては状況を確認しに行き、周囲に説明
に回り、Ｃさんは落ち着く間もありません。そんな厳
しい避難所にあっても、お互いに譲り合い、声を掛
け合う姿を目にすると励まされる思いがしました。 
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全壊・半壊した建物、陥没した道路、あちこちから「大
丈夫か」と叫ぶ人の声が聞こえます。停電・断水・ガス
は遮断されていました。



被災地に派遣された施設職員Ｄさん

「外部からの応援職員の役割」  

未曾有の大震災から１カ月。 
遠く離れた神奈川でも、被災地の厳しい現実は
日々テレビや新聞で報道されていました。 

「被災した福祉施設はどのような状況だろう。自分
も何か力になれないだろうか」 
施設職員のＤさんは、その一心で被災地への職員
派遣ボランティアに手を上げました。勤務先の施
設も決して人材が満足に確保できている状況では
ありませんでしたが、施設長や同僚職員たちは「被
災地での経験を持ち帰ってきてほしい」と送り出し
てくれました。 

神奈川で行われた事前説明会に参加したＤさん。 
ボランティア職員の派遣は、より多くの有志を得て
支援を継続していくことを目的に、１チームあたり３
～５人編成、２泊３日で引き継がれます。各チーム
の職員は所属施設も異なる初対面の人たちです。 

事前説明会では、「避難所や自宅での要介護者の
状況が十分に把握できておらず、効果的な支援
の仕組みができていない。被災地の状況は刻々と
変化している。現地で求められることに冷静に向き
合ってほしい」と説明があり、Ｄさんは「自分たちに
できることは何でもやろう」と声を掛け合いました。 

派遣１日目、Ｄさんたちはレンタカーを交代で運転
しながら被災地へ向かいました。到着した宿泊拠
点は比較的被害の少なかった地域の福祉サービス事
業所で、想像していたよりも落ち着いた様子に見え
ました。そこで簡単な引き継ぎを受けると、早速明
日から活動するエリアに車を走らせました。 

写真：空港周辺の道路（宮城県） 

海沿いの町へと向かう途中、窓から見える街並み
が一変したのは突然のことでした。 

倒壊した建物、押し流された家具、商店の２階部分に
入り込んだままの車、そこには現実と呼ぶにはあまり
にも過酷すぎる光景が広がっていました。 
前陣の派遣職員の話によると「被災地をねらった
窃盗が相次いでおり、津波で打ち上げられた車両
のタイヤが盗まれてしまったため、さらに撤去を難し
くしている」とのことでした。 

「神奈川にいて、テレビや新聞の情報だけで理解し
た気になっていたのかもしれない」
想像をはるかに超えるスケールにＤさんは言葉を失
いました。少しでも役に立ちたいと思ったけれど、
こんな状況の中で自分にいったい何ができるのだろ
うかと、明日からの避難所訪問を前に不安な思いが
よぎりました。 

写真：甚大な津波被害を受けた町の中心部（宮城県） 

派遣２日目、避難所となっている小学校へと向かっ
たＤさんたち。「支援に入れるのは、これから実質一
日半だけ」そう思うと焦る気持ちもありました。
とはいえ、ほとんどの人が帰る家もなく、家族や親
戚がいまだ行方不明の人もいる中でどんな言葉を
掛けたらいいのか、なかなか話を切り出せずにいまし
た。すると避難していた男性の方から「ご苦労さま」
とＤさんに声を掛けてくれました。 

「津波が来たとき、最初に避難した学校にはたくさ
んの人がいてね、外には車が流されていて、みんな
でカーテンを外して窓から放って、釣りをするみたい
に人を助けたんだ。でもカーテンは短くて。流されて
くる車からも『助けてくれ』と声がして。でも、どうしよ
うもなかった。少しずつ声の数が減って。津波が引
いた後にはいくつも遺体があって。遺体にしがみつ
いて助かったという女の子もいてね」 
東北の方言が強く、マスク越しの声はくぐもっていて、
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男性も、３回４回と聞き返すうちに苛立った様子が
見えました。 

「ここでは毎日、菓子パンとお菓子がご飯なんだよ。
僕らの気持ちなんて分からないだろう」 
返す言葉も見つからず黙って頷くと、「この現実を
伝えてほしい」と男性は視線を落としました。 
まだまだ語り足りない様子もありましたが、午後には
別の避難所を訪問する予定となっていたＤさん。
男性との話を中断して、その場を離れました。 

Ｄさんたちは次の活動予定地である避難所を目指
しました。土地勘のない場所での移動は想像以上
に難しいことで、神奈川で準備してきた地図も、変
わり果てた町並みでは役に立ちません。 

およそ1時間かけてようやく目的地に到着したＤさ
んたち。早速聞き取りを始めようとしましたが、現地
スタッフの姿が見えません。自分たちの判断で活
動しようか悩みましたが、避難所の不用な混乱を
避けるべきと考え断念しました。それから最初の避難
所に戻ったものの夕食時間となり、活動は10分ほど
で打ち切りました。 
「あまりにも非効率なやり方ではないか」「こんな短
い時間では寄り添うこともできない」「この派遣に意
味があるのだろうか」Ｄさんはもやもやとした感情を
ぬぐいきれずにいました。 

とはいえ、自ら被災しながらも福祉従事者として懸
命に向き合い、日々忙殺されている現地職員の心
情を思うと声をかけることもはばかられます。 
現地職員には外部から受け入れた職員に何をして
もらおうか思案しているような様子さえうかがえま
した。「あと半日、現地の職員に迷惑をかけないよ
うに。どんな作業でも、どんな役目でも引き受けて
いこう」と、Ｄさんは思いました。 

写真：応援職員と現地職員のミーティング（宮城県） 

最終日となる派遣３日目、Ｄさんたちは仮設住宅

地でひとりの女性に声をかけられました。Ｄさんた
ちが来るのを待っていたようです。 

女性は「実は家族に問題があったけれど相談できず
にいた。外の人が来るということでぜひ相談したか
った」と話し、そのまま街頭で相談を聞きました。 
仮設住宅の建つ場所は比較的被害の少なかった
地区にあります。話によると、家がすべて流され命だ
け助かったという人たちがこの地区に住む親せき
を頼り、家族全員で一時避難し、仮設住宅に入れる
れる日を待つ世帯がいくつもあるといいます。 

写真：ケア付き 
仮設住宅の室内 

（宮城県）

「亡くなった方たちのこと、家を失った方たちのこと
を思えばわがままは言えません」 
同じ経験をした人にしか相談できないという考えと
は逆に、同じ思いをしているからこそ話せないことも
あるようです。「自宅で生活している人たちの被災
状況は訪ねていかなくては見えてこない。地縁の
濃さや周りへの気兼ねからなかなか相談できない
ことを、外部スタッフは拾い上げることができるかも
しれない」と、Ｄさんたちはそう話し合いました。 

外部スタッフの役割を感じる一方、今後どのように
この課題を地域に戻していくか。個人にも地域にも
配慮し、尊重し、どのような対応ができるのか。 
あと数時間後には被災地を離れなくてはならない
もどかしさを感じつつ、Ｄさんたちは次グループへの
引継ぎに向かいました。 

その晩、神奈川に戻ったＤさん。気持ちが高ぶって
いるせいか、なかなか寝つけませんでした。 

翌日、職場で早速、被災地の様子を報告しました。
Ｄさんの心の中には、これまでとはまったく違う危機
感や焦りにも似た感情が生まれていました。 
「被災地が自分のスケール感を変えてくれた。この
ままではいけない」この思いをどのように共有してい
くか、自施設としての取り組みに変えていくか。Ｄさ
んの新たな思案が始まっていました。 

Ｄさんがこれだけのことを聞き取るにも何度も聞き
返すしかありません。初めは優しく教えてくれていた

の集会所へと向かいました。すると少し離れた空き
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